
公表：2021年2月24日 事業所名　　弘前大清水学園　

チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

1
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で
適切である

96% 4%
・設置基準以上のスペースが設けられてい
る。

2 職員の配置数は適切である 75% 25%
・クラス職員が少ない日も誰かが入れる体制
をとっている。
・配置基準は満たしている。

・子どもの人数に対しては配置数を満たして
いるが、介助度に対しては満たしていないよ
うに感じる。配置数もあるが、適材適所に対
応できるよう他部署等の協力で引き続き補え
るようにしていきます。

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化され
た環境になっているか。また、障がいの特性
に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化
や情報伝達等への配慮が適切になされている

93% 7%

・掲示物をシンプルなものにしたり、子ども
達が興味を持つものを掲示すると良いと思
う。
・建物はバリアフリー化されている。

・ロッカーの高さは高いように感じるため、
工夫が必要。指導室は備え付けのものである
為、子どもの利用には修繕が必要な個所もあ
るが、個々への対応として環境調整をしてい
きます。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境
になっているか。また、子ども達の活動に合
わせた空間となっている

96% 4%

・毎日消毒を頑張っている。
・保育室以外の場所の掃除が疎かになりがち
である。
・それぞれのクラスで工夫して環境設定をし
ていると思う。

・子どもの個人ロッカーのフックの位置が高
くて上がらないと届かず、フックの形も危な
いと感じる。備え付けの備品である事から、
出来る範囲での環境調整を行っていきます。
・廊下に遊具が使用した後もそのまま置かれ
ていて環境整備は十分とは言えない。また、
使用した教材が片付け整頓されておらず、破
損・紛失等もそのままの事があるので、環境
整備については片付けの習慣をするよう取り
組んでいきます。

5
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標
設定と振り返り）に、広く職員が参画してい
る

86% 14%

・クラス単位でのPDCAは出来ている。
・行事ごとの振り返りも出来ている。全体で
の療育活動は年間での振り返りとなってい
る。

・一部職員でのみしか行えていないため、積
極的にクラスでも取り組めるようにしていき
ます。
・会議で参画しているが、継続性には欠ける
ものがあるので、PDCAサイクルが定着してい
けるよう、振り返りも大事にしながら取り組
んでいきます。

6

保護者等向け評価表により、保護者等に対し
て事業所の評価を実施するとともに、保護者
等の意向等を把握し、業務改善につなげてい
る

100% 0%
・評価の公表により、職員の意識変化に繋
がっている。

7

事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表
の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行
うとともに、その結果による支援の質の評価
及び改善の内容を、事業所の会報やホーム
ページ等で公開している

93% 7%
・評価結果は法人のホームページに掲載して
います。

8 第三者による外部評価を行い、評価結果を業
務改善につなげている

93% 7%
・具体的な評価、第三者で上がった案件を施
設評価の意見として伝えていきます。

9 職員の資質の向上を行うために、研修の機会
を確保している

100% 0%

・今年度は外部での研修がコロナで参加が難
しいため、園内での研修機会を多く持て充実
していた。
・園内研修が年間で計画され、園内で共有で
きるような研修が実施出来て良かった。
・外部研修が少ない代わりに、園内研修で
色々な内容に触れ、勉強になった。

・コロナで県外研修が出来ていないが、今後
の事も考えてリモートでの研修が出来るよ
う、設備環境設定を充実していきます。

10
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、児
童発達支援計画を作成している

100% 0%

・S-M社会生活能力検査、遠城寺式発達検査の
結果を参考にし、作成している。
・アセスメントを実施し、計画に活かしてい
る。

11
子どもの適応行動の状況を把握するために、
標準化されたアセスメントツールを使用して
いる

93% 7%
・遠城式やS-M社会生活能力検査等を年３回程
行っている。

・一般的なツールを使用しているが、十分な
利用となると個人差がある。標準化するもの
として検査など行っているが、行動のみでの
把握であれば、難しい児もいるため、活用の
仕方を支援に繋げられるように努めていきま
す。

12

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイド
ラインの「児童発達支援の提供すべき支援」
の「発達支援（本人支援及び移行支援）」、
「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容
から子どもの支援に必要な項目が適切に選択
され、その上で、具体的な支援内容が設定さ
れている

100% 0%
・支援計画策定会議の中で、複数の職員で検
討している。

13 児童発達支援計画に沿った支援が行われてい
る

100% 0%

14 活動プログラムの立案をチームで行っている 96% 4%
・毎月の会議で良く話し合われている。
・各係担当で行っている。

・クラスによっては繰り返し行う事の意味が
ある場合もあり、プログラムが固定化してし
まうこともありますが、部分的に変えていく
よう確認して取り組みます。

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫して
いる

96% 4%

・季節や行事に関係する活動などを積極的に
取り入れている。
・見直し等含め、計画立案に基づいて行って
いる。

16
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動
を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成
している

100% 0%

17
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、そ
の日行われる支援の内容や役割分担について
確認している

96% 4%

・打ち合わせは行っているが、必ずとなると
徹底されていない部分もある。その場合、支
援しながら分担確認している。
・活動内容は伝え、取り組んでいる。

・朝ミーティングもあるが職員が当番等で
揃っていないこともあります。
・支援直前も多く、計画変更も多いなど、出
来ていない現状も有る為、積極的に共有して
支援していくよう努めます。
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18
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、
その日行われた支援の振り返りを行い､気付い
た点等を共有している

93% 7%

・気付いた事や子どもへの対応等で疑問に
思ったことは、その都度話し合っている。
・お昼寝の時間など、時間を見つけて振り返
りをしている。

・あまり時間が合う時が少なく、職員全体で
となると時間の確保が難しい。クラスから全
体への情報提供も格差があるが、タイムリー
な情報の共有で支援出来るよう取り組んでい
きます。。

19
日々の支援に関して記録をとることを徹底
し、支援の検証・改善につなげている

100% 0%
・療育記録は担当に限らず、多数の目で見て
気付いたことを記録している。

20
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援
計画の見直しの必要性を判断している

100% 0% ・保護者面談を行っています。

21
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議
にその子どもの状況に精通した最もふさわし
い者が参画している

100% 0%

22
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や
関係機関と連携した支援を行っている

100% 0%

23

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障が
いのある子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等
の関係機関と連携した支援を行っている

100% 0%

24

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障が
いのある子ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制
を整えている

100% 0%

25

移行支援として、保育所や認定こども園、幼
稚園、特別支援学校（幼稚部）等との間で、
支援内容等の情報共有と相互理解を図ってい
る

100% 0%

・今年は小学校への移行支援がコロナの影響
で時期が6～8月の夏休みを利用して行った
が、子どもがある程度学校に慣れたころであ
り、情報交換の時期としては良かったと思わ
れる。

・情報共有は行っているが、相互理解がきち
んと出来ているかは不安が残る事もあるの
で、相互理解が出来るように努めていきま
す。

26
移行支援として、小学校や特別支援学校（小
学部）との間で、支援内容等の情報共有と相
互理解を図っている

96% 4%
・療育支援事業部で就学における移行支援を
している。

・学校見学には保護者と共に行くことが出来
たが、情報共有となると十分ではないため、
状況に応じてその後の場の設定も検討してい
きます。

27
他の児童発達支援センターや児童発達支援事
業所、発達障害者支援センター等の専門機関
と連携し、助言や研修を受けている

96% 4% ・医療機関と連携して勉強会を実施。
・他の事業所との連携はとれているが、研修
の機会に職員が参加しやすいよう、積極的に
働きかけていきます。

28
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障がいのない子どもと活動する機会があ
る

71% 29%

・今年度はコロナウイルス感染症対応のた
め、インクルージョンは実施出来なかった。
・今年度は例外でインテグレーションもな
く、共に活動する場はないが、お散歩の時に
保育園児と少し触れあう事はあった。
・年間計画で毎年交流しているが、今年度は
コロナで中止している。

・今年はコロナの影響で難しかったが、状況
が落ち着いたら交流できるよう、保育園と調
整しながら年間計画を立てていきます。

29
（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ど
も・子育て会議等へ積極的に参加している

100% 0%

30
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、
子どもの発達の状況や課題について共通理解
を持っている

100% 0%

・連絡帳や送迎、個別指導等で密にやりとり
し、共通理解を持つ事が出来ている。
・連絡帳の他に、必要があれば電話で伝える
事もある。

31
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護
者に対して家族支援プログラム（ペアレント･
トレーニング等）の支援を行っている

64% 36%

・研修でペアレントトレーニングについて学
ぶ機会があったため、個別面談等で話をする
時にとても参考になった。
・個別で具体的な対応や支援（自宅で出来る
事）を話し合っています。
・勉強会を設定することは難しいが、「ほめ
る」ことの大切さを伝え、興味を示した時に
は開催している医療関係を等を紹介する。
・保護者にトレーニングできるスキルを身に
着けるための研修を行った為、少しでも取り
組んでいきたい。

・今年度、職員の研修としてペアレント・ト
レーニングの研修を行ったが、実践として保
護者には行っていないので、段階を踏みなが
ら支援として取り組めるように努めていきま
す。

32 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明
を行っている

100% 0%

33

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援
の提供すべき支援」のねらい及び支援内容
と、これに基づき作成された「児童発達支援
計画」を示しながら支援内容の説明を行い、
保護者から児童発達支援計画の同意を得てい
る

100% 0%

34
定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対
する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を
行っている

100% 0%
・保護者から相談があった時は個別相談で対
応している。また、電話相談にも対応してい
る。

35
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を
開催する等により、保護者同士の連携を支援
している

96% 4%

・コロナ対策をしながら保護者会を開催出来
て良かった。いつも以上に保護者の交流の場
が少ないため、会の進め方や話しやすい雰囲
気づくりなどの工夫が必要と感じた。
・コロナで機会は少ないですが、保護者懇談
会など連携の支援を行う事が出来た。
・コロナの影響で難しかったが、自由遊びの
時間を利用してスタッフだけでなく保護者同
士が話せる場を設定するよう心掛けた。

・３密を避けながらとなると、人数を迎えて
の開催は難しいものがありますが、状況を踏
まえながら出来る範囲で保護者会や参観・懇
談会をその都度検討しながら支援したいと考
えています。

36

子どもや保護者からの相談や申入れについ
て、対応の体制を整備するとともに、子ども
や保護者に周知し、相談や申入れがあった場
合に迅速かつ適切に対応している

100% 0%

37
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予
定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対
して発信している

100% 0%
・大清水だより、クラスだよりで発信してい
る。

38 個人情報の取扱いに十分注意している 96% 4%
・写真など園のカメラではなく個人携帯を使
用したりしているので、取り扱いの確認につ
いて周知が必要

・個人のものは使わず、園のカメラを使用し
ていくことを確認。今後も個人情報の扱いに
は注意を払っていきます。
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39
障がいのある子どもや保護者との意思の疎通
や情報伝達のための配慮をしている

100% 0%
・連絡帳に毎日ぎっしり書いて配慮してい
る。

40
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に
開かれた事業運営を図っている

71% 29%
・コロナ感染症予防対策で行事実施を中止し
た。

・年間の計画としてはあるが、コロナのため
難しい状況でした。

41

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護
者に周知するとともに、発生を想定した訓練
を実施している

96% 4%
・定期的に訓練を行っている。
・保護者に周知されているか不明だが、訓練
は実施している。

・マニュアルは策定していますが、周知に向
けては努力してまいります。

42
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出
その他必要な訓練を行っている

100% 0% ・定期的に避難訓練を行っている。

43
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の
こどもの状況を確認している

100% 0% ・確認している。

44
食物アレルギーのある子どもについて、医師
の指示書に基づく対応がされている

100% 0% ・書類を提出してもらっている。

45
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共
有している

96% 4% ・会議で共有している。
・事例集はないが、園内職員で共有する場を
設けています。

46 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保
する等、適切な対応をしている

100% 0%

47

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行う
かについて、組織的に決定し、子どもや保護
者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載している

100% 0%
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